
習志野市関係新聞記事索引　平成２７年（２０１５年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

商店街が東邦大とネット交流を開始　習志野 H27.4.1 朝日 通信

予防接種、メールでお知らせ　習志野市が管理サービス H27.4.2 千葉 行政

意見交換しあい模擬投票　教育２０１５授業拝見 H27.4.2 朝日 小学校

春季県高校野球大会地区予選８日開幕 H27.4.2 朝日 スポーツ

選挙人名簿登録者数 H27.4.3 朝日 選挙

選挙人名簿登録者数　’１５統一地方選 H27.4.3 毎日 選挙

県議選立候補者 H27.4.3 毎日 選挙

県議選有権者数　２０１５統一地方選ちば H27.4.3 東京 選挙

県議選候補者 H27.4.4 朝日 選挙

県議選立候補者　’１５統一地方選 H27.4.4 毎日 選挙

千葉県議選立候補者 H27.4.4 東京 選挙

「さくら広場」満開に　習志野 H27.4.4 千葉 園芸

「韋駄天」　全日本写真連盟 支部例会作品から H27.4.8 朝日 文化

３月度入選決まる　小中高校書道作品紙上展 H27.4.8 毎日 文化

留学準備へ女子寮　神田外語大 H27.4.10 毎日 大学等

地区予選が開幕　春季県高校野球大会 H27.4.10 朝日 スポーツ

春季県高校野球 地区予選が開幕　１８球場で４１試合 H27.4.10 毎日 スポーツ

危険業務従事者 県関係２００人叙勲 H27.4.11 朝日 表彰等

危険業務従事者叙勲 H27.4.11 東京 表彰等

県議選候補者 H27.4.11 朝日 選挙

習志野の２団体 知事表彰を報告 H27.4.11 千葉 消防・防災

優秀賞「幸福に」　千葉ＹＰＣ第１回チャレンジコンテスト㊦ H27.4.11 読売 文化

県議選の当日有権者数見込み H27.4.12 朝日 選挙

県議選の候補者 H27.4.12 朝日 選挙

県議選当選者 H27.4.13 千葉 選挙

県議選の得票と当選者 H27.4.13 朝日 選挙

県議選の選挙区別投票結果 H27.4.13 朝日 選挙

千葉県議選当選者 H27.4.13 読売 選挙

県議選挙区別投票率 H27.4.13 読売 選挙

各選挙区の当選者党派 H27.4.13 読売 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

県議選当選者 H27.4.13 毎日 選挙

県議選開票結果 H27.4.13 毎日 選挙

県議選当選者 H27.4.13 産経 選挙

県議選の選挙区別党派別得票数 H27.4.14 朝日 選挙

県議選 立候補者高点順得票 H27.4.14 読売 選挙

県議選投票率　’１５統一地方選 H27.4.14 毎日 選挙

危険業務従事者叙勲に１９９人 H27.4.15 産経 表彰等

「激戦競り勝った」鈴木氏　習志野市 H27.4.15 千葉 選挙

公共施設再編 不安の声　２０１５統一地方選 習志野市長選 H27.4.16 朝日 行政

公共施設再生が争点　習志野市長選　’１５統一地方選 H27.4.16 毎日 選挙

機能集約に反発も　習志野市の課題４・２６市長選へ H27.4.17 千葉 行政

公共施設の統廃合 新庁舎建設を論議　習志野市長選 H27.4.17 東京 選挙

４９チームそろい組み合わせ決定　春季県高校野球 H27.4.17 朝日 スポーツ

４９校組み合わせ決まる　春の高校野球 県大会 H27.4.17 読売 スポーツ

現職に前回出馬２新人　習志野市 H27.4.18 千葉 選挙

習志野は３氏準備　２０１５統一地方選 H27.4.18 朝日 選挙

４市長選あす告示　統一選１５ H27.4.18 読売 選挙

習志野、佐倉は三つどもえか　統一地方選２０１５ H27.4.18 産経 選挙

組み合わせ決まる　春季県高校野球・２５日開幕 H27.4.18 毎日 スポーツ

公共施設再生など自論展開　習志野市長選で公開討論 H27.4.19 千葉 選挙

身近な論戦いよいよ　２０１５統一地方選 H27.4.19 朝日 選挙

現職に前回出馬２新人挑む　習志野市長選 H27.4.20 千葉 選挙

立候補は定数８超え　習志野市議選 H27.4.20 千葉 選挙

４市長選、１０人立つ　統一選後半戦告示 H27.4.20 朝日 選挙

市議選の候補者 H27.4.20 朝日 選挙

習志野も三つどもえ H27.4.20 読売 選挙

市長選立候補者 H27.4.20 読売 選挙

市議選立候補者 H27.4.20 読売 選挙

市議選立候補者数 H27.4.20 読売 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野市長選も３氏　争点は「公共施設再生」 H27.4.20 毎日 選挙

市長選立候補者 H27.4.20 毎日 選挙

市議選立候補者 H27.4.20 毎日 選挙

市議選立候補者数 H27.4.20 毎日 選挙

習志野市長選３氏が舌戦 H27.4.20 産経 選挙

市長・東京区長選立候補者 H27.4.20 日経 選挙

市長選候補者の横顔 H27.4.21 朝日 選挙

２市長選立候補者の横顔 H27.4.21 毎日 選挙

習志野市長選候補者の主張と横顔 H27.4.22 読売 選挙

習志野で詐欺防ぎ ３人に感謝状贈る H27.4.22 読売 警察・防犯

都会飛ぶ渡り鳥　しぜん最前線…緑と水と人… H27.4.22 毎日 谷津干潟

習志野市長選立候補者の横顔 H27.4.23 千葉 選挙

習志野市長選候補者の横顔　統一地方選２０１５ H27.4.24 産経 選挙

高齢者叙勲 H27.4.25 千葉 表彰等

後半戦あす投開票　ちば統一選２０１５ H27.4.25 千葉 選挙

習志野市長選立候補者 H27.4.25 千葉 選挙

市議選立候補者 H27.4.25 千葉 選挙

市長選候補者 H27.4.25 朝日 選挙

市議選の候補者 H27.4.25 朝日 選挙

４市長選あす投票　統一選１５ H27.4.25 読売 選挙

市長選立候補者 H27.4.25 読売 選挙

市議選立候補者 H27.4.25 読売 選挙

市議選立候補者数 H27.4.25 読売 選挙

１６市議選立候補者 H27.4.25 毎日 選挙

４市長選、２０市町議選あす投開票　統一選２０１５ H27.4.25 産経 選挙

習志野市長選 H27.4.25 産経 選挙

市議選・町議選立候補者 H27.4.25 産経 選挙

きょう有権者の審判　ちば統一選２０１５ H27.4.26 千葉 選挙

当日有権者数（見込）の状況 H27.4.26 千葉 選挙

４市長選などきょう投開票 H27.4.26 産経 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

「未来に向け市政推進」　ちば統一選２０１５ H27.4.27 千葉 選挙

習志野は宮本氏再選　ちば統一選２０１５ H27.4.27 千葉 選挙

県内１６市議選開票結果 H27.4.27 千葉 選挙

宮本氏盤石支援受ける　習志野市長選 H27.4.27 朝日 選挙

市長選当選者 H27.4.27 朝日 選挙

統一地方選 市長選の開票結果 H27.4.27 朝日 選挙

市長選の投票率 H27.4.27 朝日 選挙

市長選の得票 H27.4.27 朝日 選挙

首長・議員選の投票結果 H27.4.27 朝日 選挙

習志野 宮本氏再選 H27.4.27 読売 選挙

市長選 確定得票　統一選１５ H27.4.27 読売 選挙

有権者数と投票率 H27.4.27 読売 選挙

習志野市長に宮本氏　統一地方選２０１５ H27.4.27 産経 選挙

市長選開票結果　統一地方選２０１５ H27.4.27 産経 選挙

市長・東京区長選 H27.4.27 日経 選挙

市長選確定得票 H27.4.27 日経 選挙

習志野市長 宮本氏再選　２０１５統一地方選ちば H27.4.27 東京 選挙

市長選 開票結果 H27.4.27 東京 選挙

市区長選 開票結果　統一選２０１５ H27.4.27 東京 選挙

習志野４６．５７％　市長選投票率 H27.4.27 東京 選挙

春季県高校野球 第２日 H27.4.27 千葉 スポーツ

敬愛大、今季初勝ち点　県大学野球リーグ H27.4.27 千葉 スポーツ

木更津総合が初戦で敗れる　春季県高校野球大会 H27.4.27 朝日 スポーツ

木更津総合２回戦敗退　春季高校野球県大会 H27.4.27 読売 スポーツ

２９人・１団体　春の褒章 H27.4.28 朝日 表彰等

春の褒章　１団体２９人 H27.4.28 読売 表彰等

県内でも喜び　春の褒章 H27.4.28 毎日 表彰等

県内から２９人１団体　春の褒章 H27.4.28 産経 表彰等

市町議員決まる H27.4.28 千葉 選挙

維新推薦２人落選　習志野市議選 H27.4.28 千葉 選挙



習志野市関係新聞記事索引　平成２７年（２０１５年）４月
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開票作業が大幅遅れ H27.4.28 千葉 選挙

施設再生「自信持って推進」　再選の宮本氏 H27.4.28 千葉 選挙

市議選の確定得票 H27.4.28 朝日 選挙

開票作業時間に差、なぜ　２０１５統一地方選 H27.4.28 朝日 選挙

自公堅調、全員が当選　統一選１５ H27.4.28 読売 選挙

市議選確定票 H27.4.28 読売 選挙

習志野市議選開票、大幅遅れ H27.4.28 読売 選挙

市議選開票結果 H27.4.28 毎日 選挙

立会人原因開票遅れる　習志野市議選 H27.4.28 毎日 選挙

市長選　統一地方選２０１５ H27.4.28 産経 選挙

市区長選開票結果　統一地方選２０１５ H27.4.28 産経 選挙

市議選 H27.4.28 産経 選挙

習志野、流山で過去最低　市長選投票率　統一選２０１５ H27.4.28 産経 選挙

関東・静岡の市区長選　確定得票 H27.4.28 東京 選挙

市議選の確定得票 H27.4.28 東京 選挙

市長選確定得票　首長・議員選投票者数・率　統一地方選ちば２０１５ H27.4.28 東京 選挙

習志野市議選の確定は午前４時　抗議が殺到 H27.4.28 東京 選挙

男子船橋芝山、女子は多古制す　弓道　関東高校大会県予選 H27.4.28 千葉 スポーツ

春季高校野球県大会 H27.4.28 産経 スポーツ

春の叙勲 H27.4.29 千葉 表彰等

春の叙勲、県内２２４人 H27.4.29 朝日 表彰等

叙勲受章者 H27.4.29 読売 表彰等

叙勲　県内の喜びの受章者 H27.4.29 毎日 表彰等

喜びの受章者 H27.4.29 産経 表彰等

春の叙勲受章者 H27.4.29 日経 表彰等

新たな任期へ初登庁 H27.4.29 千葉 行政

宮本市長が初登庁　習志野市 H27.4.29 毎日 行政

「公共施設再生へ」　習志野市長初登庁 H27.4.29 産経 行政

公共施設再生「了解を得た」　統一地方選ちば２０１５ H27.4.29 東京 行政

柏南習志野に逆転勝ち　春季県高校野球 H27.4.30 千葉 スポーツ
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タイブレーク制４試合で初採用　春季県高校野球 H27.4.30 朝日 スポーツ

春季高校野球県大会 H27.4.30 読売 スポーツ

第６８回春季県高校野球大会 H27.4.30 毎日 スポーツ

春季高校野球県大会 H27.4.30 産経 スポーツ

◎「事件・事故等」で被害者等の個人のプライバシーに係る記事（記事の後ろに※印）は、別のファイル
に綴っていますので、ご覧になりたい方はカウンターに申し込んで下さい。


